
開催日 名称 テーマ・内容 講師

4月
4月13日 モーニングレクチャー 血液内科医に関する最新知識 血液内科　外山医師

4月21日 モーニングレクチャー 救急医療基礎 救急科　神部医師

4月24日 研修医懇談会レクチャー 血栓性微小血管障害症 塚田病院長補佐

4月27日 モーニングレクチャー 糖尿病内科に関する最新知識 糖尿病内科　今村医師

5月
5月11日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

5月11日 ＣＰＣ 肺炎、心不全 研修医　板井美紀
病理医　吉田　孝友

5月11日 M&Mカンファレンス 原発性肺腺癌
閉鎖孔嵌頓、イレウス

呼吸器内科　高野医師
外科　斉藤医師

5月18日 モーニングレクチャー 救急医療基礎 救急科　神戸医師

5月22日 研修医懇談会レクチャー アナフィラキシーの対応 小児科医師

5月22日 院内学術集談会 放射線診断について 放射線診断科 　藤田医師

5月23日 キャンサーボード 悪性リンパ腫
盲腸癌

血液内科　野口医師
外科　森永医師

5月25日 モーニングレクチャー 糖尿病内科に関する最新知識 糖尿病内科　今村医師

6月
6月1日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

6月2日 Training　for Safety Use
2017

糸結び
皮膚縫合(皮膚モデル)

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会
社担当者

6月8日 モーニングレクチャー 救急医療基礎 救急科　神戸医師

6月16日 Training　for Safety Use
2017

真皮縫合(豚皮） ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会
社担当者

6月15日 モーニングレクチャー 血液内科以外に関する基礎知識 血液内科　外山医師

6月22日 モーニングレクチャー 糖尿病に関する最新知識 糖尿病内科　今村医師

6月26日 研修医懇談会レクチャー 免疫チェックポイント阻害時につい
て

呼吸器内科　塚越医師

6月26日 院内学術集談会 緩和ケアにつきまして 泌尿器科　武井医師

6月30日 Training　for Safety Use
2017

血管吻合
トロカー固定と小切開閉創

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会
社担当者

7月
7月4日 M&Mカンファレンス 胸膜炎、慢性腎不全

右腎癌
腎臓内科 茂木医師
泌尿器科　佐々木医師

7月4日 ＣＰＣ 肝臓、脾臓、下肢血栓 研修医　小川　真一郎
病理医　吉田　孝友

7月6日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

7月13日 モーニングレクチャー 救急医療基礎 救急科　神戸医師

7月14日 Training　for Safety Use
2017

真皮縫合(豚皮)
消化管吻合(豚食道)

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会
社担当者

7月18日 キャンサーボード 卵管癌 産婦人科 小松医師

7月20日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

7月24日 研修医懇談会レクチャー 吻合について 外科 森永医師

7月24日 院内学術集談会 安全・感染研修会「結核について」 安全管理センター

7月27日 群馬大学救急部　出張セ
ミナー

救急医療について 群馬大学救急部　大嶋清宏教授

8月
8月10日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

8月17日 モーニングレクチャー 救急医療基礎 救急科　神戸医師

8月28日 研修医懇談会レクチャー 女性の下腹部痛 産婦人科　飯野医師

8月28日 院内学術集談会 児童虐待について 小児科　渡部医師

8月31日 モーニングレクチャー 糖尿病に関する最新知識 糖尿病内科　今村医師
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開催日 名称 テーマ・内容 講師

9月
9月7日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

9月14日 M&Mカンファレンス 濾胞性リンパ腫
左脛骨骨折、肺塞栓閉塞症

血液内科医師　金谷医師
整形外科医師　萩原医師

9月14日 ＣＰＣ 肺血症、化膿性右膝関節炎 研修医　道崎　護
病理医　吉田　孝友

9月14日 モーニングレクチャー 救急に関する最新知識 救急科　神戸医師

9月19日 キャンサーボード 原発性肺腺癌
乳癌

呼吸器内科　高野医師
放射線治療科　塩谷医師

9月21日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

9月25日 研修医懇談会レクチャー 漢方について ツムラ担当者

9月25日 院内学術集談会 放射線治療 放射線治療科　塩谷医師

10月
10月13日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

10月20日 モーニングレクチャー 救急科に関する最新知識 救急科　神戸医師

11月
11月10日 群馬レジデントグランプリ 研修医1年次8名

11月27日 研修医懇談会レクチャー 頭部CT読影のポイント 脳神経外科　甲賀医師

11月27日 院内学術集談会 医療安全管理指針/IAレポートに
ついて

安全管理センター　斉藤・千木良

11月30日 モーニングレクチャー 救急科に関する最新知識 救急科　神戸医師

12月
12月14日 モーニングレクチャー 救急科に関する最新知識 救急科　神戸医師

12月21日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

12月25日 院内学術集談会 非定型大腿骨骨折 整形外科　萩原医師

1月
1月11日 M&Mカンファレンス 心不全・虚血性心疾患・腎不全

胃癌
循環器内科　髙松医師
外科　村主医師

1月11日 ＣＰＣ 肺血症性ショック、Ｓ状結腸軸捻
転

研修医　三森　亮太
病理医　吉田　孝友

1月16日 キャンサーボード 膀胱癌・肺腫瘍
悪性神経膠腫

泌尿器科　佐々木医師
脳神経外科　甲賀医師

1月25日 モーニングレクチャー 救急科に関する最新知識 救急科　神戸医師

２月
2月9日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

2月16日 モーニングレクチャー 救急科に関する最新知識 救急科　神戸医師

2月24日 第1回藤岡JMECC 内科救急プログラム 救急科　神戸医師

2月26日 研修医懇談会レクチャー 膝関節と障害と疾患について 整形外科医師

2月26日 院内学術集談会 鼡径ヘルニアについて 外科　村主医師

３月
3月8日 M&Mカンファレンス 間質性肺炎 呼吸器内科　髙野医師

3月8日 ＣＰＣ 多発性筋炎、癌による気管支閉塞 研修医　高橋　亜実
病理医　吉田　孝友

3月15日 モーニングレクチャー 血液内科に関する最新知識 血液内科　外山医師

3月22日 モーニングレクチャー 救急科に関する最新知識 救急科　神戸医師

3月26日 研修医懇談会レクチャー 不整脈 循環器内科　井上医師

3月26日 院内学術集談会 小児科　深澤医師 陸前高田診療所について


